
映画になった本（外国映画編）

制作年 映画タイトル 制作国 原作タイトル 著者 収録資料名

1930 西部戦線異状なし アメリカ 西部戦線異状なし エリヒ・マリア・レマルク 世界文学全集　第1期25　レマルク

1930 三文オペラ
ドイツ

アメリカ
三文オペラ ベルトルト・ブレヒト 三文オペラ

1932 ジキル博士とハイド氏 アメリカ ジキル博士とハイド氏 スティーヴンスン ジーキル博士とハイド氏

1933 若草物語 アメリカ 若草物語 ルイザ・メイ・オルコット 若草物語

1933 戦場よさらば アメリカ 武器よさらば ヘミングウェイ 武器よさらば　上・下

1935 真夏の夜の夢 アメリカ 真夏の夜の夢 シェイクスピア 真夏の夜の夢

1935 アンナ・カレニナ アメリカ アンナ・カレーニナ トルストイ アンナ・カレーニナ　1～4

1938 ピグマリオン アメリカ ピグマリオン ジョージ・バーナード・ショウ 人と超人　ピグマリオン

1939 風と共に去りぬ アメリカ 風と共に去りぬ マーガレット・ミッチェル 風と共に去りぬ　1～3

1939 嵐ヶ丘 アメリカ 嵐が丘 エミリー・ブロンテ 嵐が丘　上・下

1939 オズの魔法使い アメリカ オズの魔法使い ライマン・フランク・バーム オズの魔法使い

1940 怒りの葡萄 アメリカ 怒りの葡萄 ジョン・スタインベック 世界文学全集　41

1941 わが谷は緑なりき アメリカ わが谷は緑なりき ルウェリン わが谷は緑なりき

1942 ミニヴァー夫人 アメリカ ミセスミニヴァ ジャン・ストラッザー ミセスミニヴァ

1943 誰が為に鐘は鳴る アメリカ 誰がために鐘は鳴る アーネスト・ヘミングウェイ 河出世界文学全集　24

1943 オペラ座の怪人 アメリカ オペラ座の怪人 ガストン・ルルー オペラ座の怪人

1944 情炎の海 アメリカ 情炎の海 ダフネ・デュ・モーリア 世界大ロマン全集　2

1946 剃刀の刃 アメリカ 剃刀の刃 サマセット・モーム サマセット・モーム全集　第11巻、第12巻

1946 大いなる遺産 アメリカ 大いなる遺産 チャールズ・ディケンズ 大いなる遺産　新訳

1946 田園交響楽 フランス 田園交響楽 アンドレ・ジッド 河出世界文学全集  16

1947 虹を掴む男 アメリカ 虹をつかむ男 ジェームズ・サーバー 傍迷惑な人々　サーバー短編集

1948 ハムレット アメリカ ハムレット シェイクスピア ハムレット

1949 オール・ザ・キングスメン アメリカ すべて王の臣 ロバート・ペン・ウォーレン すべて王の臣

1949 女相続人 アメリカ ワシントン・スクエア ヘンリー・ジェイムズ ワシントン･スクエア

1949 第三の男 アメリカ 第三の男 グレアム・グリーン 第三の男

1951 欲望という名の電車 アメリカ 欲望という名の電車 テネシー・ウィリアムズ 欲望という名の電車　新訳

1951 令嬢ジュリー スウェーデン 令嬢ジュリー アウグスト・ストリンドベリ ストリンドベリ名作集

1952 オーソン・ウェルズのオセロ モロッコ オセロ シェイクスピア オセロー

1952 嘆きのテレーズ フランス テレーズ・ラカン エミール・ゾラ テレーズ・ラカン　上・下

1953 恐怖の報酬 フランス 恐怖の報酬 ジョルジュ・アルノー 恐怖の報酬

1954 海底二万哩 アメリカ 海底二万里 ジュール・ヴェルヌ 海底二万里　上・下

1954 エデンの東 アメリカ エデンの東 ジョン・スタインベック エデンの東　上・下
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1955 外套 アメリカ 外套 ゴーゴリ 外套

1955 汚れなき悪戯 スペイン 汚れなき悪戯 ホセ・マリオ・サンチェス・シルヴァ 汚れなき悪戯

1956 80日間世界一周 アメリカ 80日間世界一周 ジュール・ヴェルヌ 八十日間世界一周　上・下

1956 友情ある説得 アメリカ 友情ある説得 ジェサミン・ウェスト 友情ある説得

1957 白夜 イタリア 白夜 ドストエフスキー ドストエーフスキイ全集　2

1958 老人と海 アメリカ 老人と海 アーネスト・ヘミングウェイ 新潮世界文学　44　ヘミングウェイ　Ⅱ

1959 ベン・ハー アメリカ ベン・ハー ルー・ウォーレス アメリカ古典大衆小説コレクション　1

1959 アンネの日記 アメリカ アンネの日記 アンネ・フランク アンネの日記

1960 太陽がいっぱい
フランス
イタリア

太陽がいっぱい パトリシア・ハイスミス 太陽がいっぱい

1961 ティファニーで朝食を アメリカ ティファニーで朝食を トルーマン・カポーティ ティファニーで朝食を

1961 ナバロンの要塞 アメリカ ナバロンの要塞 アリステア・マクリーン 世界ミステリ全集　13

1962 アラビアのロレンス アメリカ 知恵の七柱 T.E.ロレンス 知恵の七柱　1～5

1962 僕の村は戦場だった ソ連 僕の村は戦場だった ウラジミール・ボゴモーロフ 新しいソビエトの文学　2

1962 長距離ランナーの孤独 イギリス 長距離走者の孤独 アラン・シトリー 長距離走者の孤独

1963 トム・ジョーンズの華麗な冒険 アメリカ トム・ジョウンズ フィールディング トム・ジョウンズ　1～4

1963 山猫
イタリア
フランス

山猫 ジュゼッペ・トマージ・ディ・ランペドゥーサ 山猫

1964 メリー・ポピンズ アメリカ
風にのってきたメア
リー・ポピンズ

P.L.トラヴァース 風にのってきたメアリー・ポピンズ

1964 マイ・フェア・レディ アメリカ ピグマリオン ジョージ・バーナード・ショウ 人と超人　ピグマリオン

1964 サウンド・オブ・ミュージック アメリカ サウンド・オブ・ミュージック マリア・フォン・トラップ サウンド・オブ・ミュージック

1964 その男ゾルバ
アメリカ

イギリス他 その男ゾルバ カザンザキス その男ゾルバ

1965 野生のエルザ アメリカ 野生のエルザ ジョイ・アダムソン 野生のエルザ

1966
バージニア・ウルフなんかこ
わくない

アメリカ
ヴァージニア・ウルフな
んかこわくない

エドワード・オールビー エドワード・オールビ　1

1966 欲望
イギリス
イタリア

悪魔の涎 ジュリオ・コルタサル 悪魔の涎・追い求める男　他八篇

1966 パリは燃えているか？
フランス
アメリカ

パリは燃えているか？
ラリー・コリンンズ
ドミニク・ラピエール

パリは燃えているか？　上・下

1967 夜の大捜査線 アメリカ 夜の熱気の中で ジョン・ボール 世界ミステリ全集　17

1967 昼顔 フランス 昼顔 ジョセフ・ケッセル 昼顔

1965～67 戦争と平和 ソ連 戦争と平和 トルストイ 戦争と平和　1～6

1968 ロミオとジュリエット アメリカ ロミオとジュリエット シェイクスピア ロミオとジュリエット

1968 猿の惑星 アメリカ 猿の惑星 ピエール・ブール 猿の惑星

1968 異邦人
イタリア
フランス

異邦人 アルベール・カミュ カミュ全集　2

1968 2001年宇宙の旅
アメリカ
イギリス

2001年宇宙の旅 アーサー・C・クラーク 2001年宇宙の旅

1968 オリバー！ イギリス オリバー・ツイスト チャールズ・ディケンズ オリバー･ツイスト　上・下
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1969 ハロー、ドーリー！ アメリカ 結婚仲介人 ソーントン・ワイルダー 結婚仲介人

1971 ベニスに死す
イタリア
フランス

ヴェニスに死す トーマス・マン ヴェニスに死す

1971 時計じかけのオレンジ イギリス 時計じかけのオレンジ アントニイ・バージェス 時計じかけのオレンジ

1971 カンタベリー物語
イタリア
フランス

カンタベリー物語 ジェフリー・チョーサー カンタベリー物語　上・中・下

1972 ゴッド・ファーザー アメリカ ゴッド・ファーザー マリオ・プーヅォ ゴッド・ファーザー　上･下

1974 オリエント急行殺人事件 アメリカ オリエント急行殺人事件 アガサ・クリスティ オリエント急行の殺人

1974 華麗なるギャツビー アメリカ グレート・ギャツビー スコット・フィッツジェラルド グレート・ギャツビー

1975 カッコーの巣の上で アメリカ カッコーの巣の上で ケン・キージー カッコーの巣の上で

1976 大統領の陰謀 アメリカ 大統領の陰謀 カール・バーンスタイン 大統領の陰謀

1977 父/パードレ・パドローネ イタリア 父パードレ・パドローネ カヴィーノ・レッダ
父パードレ・パドローネ
　－ある羊飼いの教育

1979 ブリキの太鼓
西ドイツ
フランス

ブリキの太鼓 ギュンター・グラス 世界文学全集　2-12

1979 地獄の黙示録 アメリカ 闇の奥 ジョセフ・コンラッド 闇の奥

1980 普通の人々 アメリカ アメリカのありふれた朝 ジュディス・ゲスト アメリカのありふれた朝

1981 U・ボート 西ドイツ U・ボート ロータル＝ギュンター・ブーフハイム Uボート　上・下

1982 ソフィーの選択 アメリカ ソフィーの選択 ウィリアム・スタイロン ソフィーの選択　1、2

1983 ライトスタッフ アメリカ ザ・ライト・フタッフ トム・ウルフ ザ・ライト・スタッフ

1984 カルメンという名の女
フランス
スイス

カルメン プロスペル・メリメ カルメン

1985 愛と哀しみの果て アメリカ アフリカの日々 アイザック・ディネーセン アフリカの日々

1985 蜘蛛女のキス
ブラジル
アメリカ

蜘蛛女のキス マヌエル・プイグ 蜘蛛女のキス

1986 スタンド・バイ・ミー アメリカ スタンド・バイ・ミー スティーヴン・キング スタンド・バイ・ミー

1986 薔薇の名前
フランス

イタリア他 薔薇の名前 ウンベルト・エーコ 薔薇の名前　上・下

1987 モーリス イギリス モーリス E.M.フォースター モーリス

1987 悪魔の陽の下に フランス 悪魔の陽の下に ジョルジュ・ベルナノス 世界幻想文学大系　11

1987 ペレ
デンマーク

スウェーデン ペレ マーティン・アナセン・ネクセ ペレ

1988 聖なる酔っぱらいの伝説
イタリア
フランス

聖なる酔っぱらいの伝説 ヨーゼフ・ロート 聖なる酔っぱらいの伝説

1988 カミーユ・クローデル フランス カミーユ・クローデル レーヌ・マリー・パリス カミーユ・クローデル

1989 フィールド・オブ・ドリームス アメリカ シューレス・ジョー W・P・キンセラ シューレス・ジョー

1990 ミザリー アメリカ ミザリー スティーヴン・キング ミザリー

1990 羊たちの沈黙 アメリカ 羊たちの沈黙 トマス・ハリス 羊たちの沈黙

1990
ローゼンクランツとギルデン
スターンは死んだ

イギリス
ローゼンクランツとギル
デンスターンは死んだ

トム・ストッパード
ローゼンクランツとギルデ
ンスターンは死んだ

1990 レナードの朝 アメリカ レナードの朝 オリバー・サックス レナードの朝

1990 トータル・リコール アメリカ トータル･リコール フィリップ・K・ディック トータル・リコール
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1991 美しき諍い女 フランス 知られざる傑作 バルザック
バルザック芸術/狂気小説
選集　1

1992 ハワーズ・エンド アメリカ ハワーズ・エンド E.M.フォースター ハワーズ・エンド

1992 許されざる者 アメリカ 許されざる者 アラン・ルメイ 許されざる者

1992 愛人/ラマン
フランス
イギリス

愛人 マルグリット・デュラス 愛人

1993 ジュラシック・パーク アメリカ ジュラシック・パーク マイクル・クライトン ジュラシック・パーク　上・下

1993 シンドラーのリスト アメリカ シンドラーズ・リスト トマス・キニーリー シンドラーズ・リスト

1993 マルコムX アメリカ マルコムX自伝 マルコムX マルコムX自伝

1994 フォレスト・ガンプ アメリカ フォレスト・ガンプ ウィンストン・グルーム フォレスト・ガンプ

1994 ショーシャンクの空に アメリカ 刑務所のリタ・ヘイワース スティーヴン・キング ゴールデンボーイ

1994 フランケンシュタイン アメリカ フランケンシュタイン メアリー・シェリー フランケンシュタイン

1995 マディソン郡の橋 アメリカ マディソン郡の橋 ロバート・ジェームズ・ウォラー マディソン郡の橋

1995 レ･ミゼラブル フランス レ･ミゼラブル ヴィクトル・ユゴー レ・ミゼラブル　上・中・下

1996 イングリッシュ・ペイシェント アメリカ イギリス人の患者 マイケル・オンダーチェ イギリス人の患者

1997
ロスト･ワールド/ジュラシッ
ク・パーク

アメリカ
ロスト・ワールド/ジュラ
シック・パーク

マイクル・クライトン
ロスト・ワールド－ジュラ
シック・パーク2　上・下

1997 L.A.コンフィデンシャル アメリカ LAコンフィデンシャル ジェイムズ・エルロイ LAコンフィデンシャル　上・下

1997
セブン・イヤーズ・イン・チベッ
ト

アメリカ
セブン・イヤーズ・イン・
チベット

ハインリヒ・ハラー チベットの七年

1997 クラッシュ アメリカ クラッシュ J.G.バラード クラッシュ

1999 海の上のピアニスト
イタリア
アメリカ

海の上のピアニスト アレッサンドロ・バリッコ 海の上のピアニスト

2000 夜になるまえに アメリカ 夜になるまえに レイナルド・アレナス 夜になるまえに

2001 ビューティフル・マインド アメリカ ビューティフル・マインド シルヴィア・ナサー ビューティフル・マインド

2001 A.I. アメリカ スーパートイズ ブライアン・オールディス スーパートイズ

2001 ハンニバル アメリカ ハンニバル トマス・ハリス ハンニバル　上・下

2001～03 ロード・オブ・ザ・リング アメリカ 指輪物語 J・R・R・トールキン 指輪物語　1～6

2002 めぐりあう時間たち アメリカ めぐりあう時間たち マイケル・カニンガム めぐりあう時間たち

2002 戦場のピアニスト
フランス
ドイツ他

ザ・ピアニスト ウワディスワフ・シュピルマン ザ・ピアニスト

2003 ミスティック・リバー アメリカ ミスティック・リバー デニス・ルヘイン ミスティック・リバー

2004 ミリオンダラー・ベイビー アメリカ ミリオンダラー・ベイビー F.X.トゥール ミリオンダラー・ベイビー

2003 真珠の耳飾りの少女 イギリス 真珠の耳飾りの少女 トレイシー・シュヴァリエ 真珠の耳飾りの少女

2005 ブロークバック・マウンテン アメリカ ブロークバック・マウンテン アニー・プルー ブロークバック・マウンテン

2005 ヴェニスの商人
アメリカ

イタリア他
ヴェニスの商人 シェイクスピア ヴェニスの商人

2006 ラストキング・オブ・スコットランド アメリカ スコットランドの黒い王様 ジャイルズ・フォーデン スコットランドの黒い王様

2006 ダ・ヴィンチ・コード アメリカ ダ・ヴィンチ・コード ダン・ブラウン ダ・ヴィンチ・コード
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2006 プラダを着た悪魔 アメリカ プラダを着た悪魔 ローレン・ワイズバーガー プラダを着た悪魔

2006 硫黄島からの手紙 アメリカ 「玉砕総指揮官」の絵手紙 栗林道忠 「玉砕総指揮官」の絵手紙

2007 ノーカントリー アメリカ 血と暴力の国 コーマック・マッカ－シー 血と暴力の国

2007 つぐない イギリス 贖罪 イアン・マキューアン 贖罪

2008 愛を読むひと
アメリカ
ドイツ

朗読者 ベルンハルト・シュリンク 朗読者

2010 英国王のスピーチ アメリカ 英国王のスピーチ マーク・グロー 英国王のスピーチ

2010 ゴーストライター アメリカ ゴーストライター ロバート・ハリス ゴーストライター
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